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１．原稿の提出
・原稿は，印刷物及び電子媒体の両方で事務局に提出してください。
・図表がある場合は，そのままもしくは縮小・拡大のみを行いますので，原版となりうるものを提出して
ください。
・原稿表紙には，執筆者の名前・所属及び表題を和文と英文で表記してください。
・原稿は，大学教育実践ジャーナルの編集委員に送付してください。
２．図

表

・別紙に掲載される図表には，表題，見出し，ナンバーを必ずつけて論文中に挿入箇所を指定してくださ
い。
・縮小拡大を希望する場合は，
３．出

頁大，

／

頁，など頁に占める割合で表示してください。

典

・引用した文章の直後に（松久，

）または（Matsuhisa,

）のように，著者，出版年次を（同年

次に複数の論文がある場合は，ａ，ｂ，ｃの区分をつけて）しるし，論文末に文献名・出版雑誌名，巻
号，頁などを執筆者名の順（アルファベット順）に記入してください。
・文献名は，雑誌の場合も号数のほかに発行年次をつけてください。
・詳細は以下の例を参考にしてください。
例：
松久勝利（

）
「クレーのイメージをどう伝えるか」，『芸術教育』

山本久雄（

）
『授業アンケートの歴史』
，四国出版

Sato, H.（

） Higher Education Reform in China

，

−

Journal of Higher Education in Asia

（ ）
,

−

.
Yamamoto, H.（

） Teaching Profession in Johnson, A. ed., Teaching and Learning in U. S. and

Japan. New York : Median Press.
和文の場合は，雑誌・単行本の雑誌名・タイトルは『 』で囲み，論文題名・章題は「 」で囲む。
英文の場合は，雑誌名はイタリック，単行本名は標準書体とし，論文題名・章題は

で囲む。巻，

頁のあとはいったんピリオドで切り，Tokyo : Kodansha のように地名と出版社名を記す。単行本には
必ず出版社名を記すこと。
４．注
注は，論文末にまとめて掲載します。通し番号をつけてください。
５．抜き刷り
抜き刷り（リプリント）の印刷を希望される方は個人の実費負担となります。校了時までに編集委員会
に相談ください。
６．その他
本誌第

号より，国立情報学研究所を通じて，掲載論文を電子化し，全国に提供することになりました。

このため，第

号より，掲載論文の著作権は発行機関である愛媛大学教育・学生支援機構に帰属するこ

とになりますので，ご了承ください。
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1. Submission of Manuscripts
・Manuscripts printed on paper should be submitted with data files.
・In order to fit in the page space, the size of charts and figures may need to be modified. Therefore
original versions of tables and figures should be submitted.
・The first page of the manuscript must include the name of the author
（s）, the affiliation
（s）and the
title in both Japanese and English. A Japanese title can be omitted if the whole manuscript is
written in English.
・Manuscripts are submitted to the editorial committee of the Journal of Faculty and Staff
Development in Higher Education.
2. Tables and Figures
・Tables and figures that are separated from the main text should have titles and numbers, and where
to locate them should be indicated by numbers appearing in the main text.
・If enlargement or reduction is needed, the amount of page space the table or the figure occupies
should be indicated（e. g., half of the page, one-third of the page）.
3. References
・Citations need to include the family name of the author and the year of publication as（松久，
）
or（Matsuhisa,
）and to come at the end of the information that is presented（if there are more
than one paper written by the same author in the same year, a , b and c are lettered to show
that they are not the same source）. Cited sources with the article title, the journal title, the volume
number, and the page numbers are listed in alphabetical order according to the authorʼs family
name. They appear at the end of the paper.
・The following provide some examples :
松久勝利（
）
「クレーのイメージをどう伝えるか」,『芸術教育』 ,
−
山本久雄（
）
『授業アンケートの歴史』
, 四国出版
Sato, H.（
） Higher Education Reform in China Journal of Higher Education in Asia （ ）
,
−
.
Yamamoto, H.（
） Teaching Profession in Johnson, A. ed., Teaching and Learning in U. S. and
Japan. New York : Median Press.
When writing in Japanese, the title of the journal and the book are put in『 』, and the article title
and the chapter title is put in「 」.
When writing in English, the journal title should be in italics and the book title should be in
standard type. The article title and the chapter title are set in quotation marks. The volume
number and page numbers come next, and the publishing city and the publishing company come
last.
4. Endnotes
Sentences supplemented by endnotes should be cued by a top-right superscript and the endnotes are
listed in order of appearance at the end of the main text.
5. Offprints
Offprints can be requested by the time of completing the proofreading. These will be a charge for
these.
6. Other matters
From the second volume of this journal, all articles are produced as electronic data and publicized
nationally through the National Institute of Informatics. Therefore, all articles published in and after
the third volume of the journal are the copyright of the Institute of Education and Student Support.

